
- 1 -

吉野川市中山間地域交流拠点整備計画作成業務

公募型プロポーザル実施要領

１ 業務目的

吉野川市美郷地区は本市南部にある山間部の集落で、年々地区外への流出や少子化な

どの影響により人口減少が問題となっている。また、地理的条件については、地区中心

地にある支所から最寄り駅までは約６kmで車による所要時間は約１０分、市役所本庁舎

までは約１７kmで同所要時間は約３０分であり、市の代替バスの路線も少なく主要道の

みの運行となっていることから、自家用車が必須となり自家用車に乗れない高齢者の移

動手段の確保が課題となっている。

地区内では地域資源活用による新たな特産品づくりと、「食」と「暮らし」の体験観

光による地域経済の活性化等、様々な取り組みを展開しているが、依然少子高齢化は続

いており、引き続き地域の特性を活かした過疎地域自立化・活性化のための対策が求め

られる。

そこで、地域住民自らがこのような地元地域の課題について考え、協議し、地域の実

態に合った計画を策定するための地域運営組織を設立する。また、 地域運営組織で創

られたプラン実現に向けた事業を展開するための拠点となる学校再編後の空き校舎を有

効活用する『吉野川市中山間地域交流拠点整備計画』を策定する。

このように地域住民の情報発信の場や、他の地域や都市部の人々の交流の場として施

設を確保することにより、交流人口の拡大、雇用の確保等地域活性化を図ることを目的

とする。

２ 業務概要

(1) 委託業務名 吉野川市中山間地域交流拠点整備計画作成業務

(2) 業 務 内 容 別紙仕様書のとおり

(3) 履 行 期 間 契約締結日の翌日から平成３０年２月２８日まで

(4) 上 限 金 額 ４，４００，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む）

３ 担当部署

吉野川市産業経済部 商工観光課 にぎわい観光係

〒７７６－８６１１ 徳島県吉野川市鴨島町鴨島１１５番地１（東館１階）

TEL：０８８３－２２－２２２６ FAX：０８８３－２２－２２３７

E-mail：shoukoukankou@yoshinogawa.i-tokushima.jp

４ 参加募集

(1) 吉野川市ホームページ（ http://www.city.yoshinogawa.lg.jp/ ）において公表

する。

(2) 市役所及び各支所の掲示板において公告する。

５ 選定方法

(1) 公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という）による。

(2) 吉野川市役所内に選定委員会を設置し、１次審査及び２次審査を行う。
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６ 参加資格要件

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件のいずれにも該当する者とする。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１

６７条の１１第１項において準用する場合を含む）の規定に該当しないこと。

(2) 対象業務に係る本市の競争入札参加資格を有しており、本公告日から契約締結日

までの間、本市から指名停止の措置を受けていないこと。ただし、本市の競争入

札参加資格を有していない者であっても、吉野川市物品の購入等の契約に係る一

般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱第３条に規定する書類を参加表明

書に添付し、参加することができる。

(3) 自社又は自社の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴

力団員及びそれらの利益となる活動を行っている者でないこと。

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく再生手続開始、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始又は破産法（平成１６年法律第

７５号）に基づく破産の申立てをし、又は申立てがなされている者及びこれらの

手続中である者でないこと。

７ 参加表明書の提出

参加表明書の提出により、「６ 参加資格要件」を満たすことを宣誓したものとみなす。

(1) 提出部数 様式１ に必要事項を記入の上、１部提出する

(2) 提出場所 「３ 担当部署」に同じ

(3) 提出期限 平成２９年６月２０日（火）午後５時まで

(4) 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限り、提出期限日必着とする）

８ 質問及び回答方法

質問及び回答については、次のとおりとする。なお、評価内容に関する質問は受け付

けないこととする。

(1) 受付方法 様式７ に質問事項等を記載の上、持参、郵送、ＦＡＸ及び電子

メールのいずれかの方法による

(2) 受付窓口 「３ 担当部署」に同じ

(3) 受付期限 平成２９年６月２０日（火）午後５時まで

(4) 回答方法 書面により、郵送又は電子メールによる

９ 提出書類

(1) 提案書 様式２

(2) 企画提案書（「11 企画提案書の作成及び留意事項」による）

(3) 会社概要 様式３

(4) 過去３か年の業務実績 様式４

(5) 本業務の推進体制 様式５

(6) 担当者経歴書（統括責任者、業務担当者それぞれの経歴等） 様式６

(7) ３年間の貸借対照表

(8) 見積書（一式計上ではなく、業務内訳明細を記載したもの）

※ (2)～(7)は各８部、(1)及び(8)は正本１部、副本７部とする。
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10 企画提案書等の提出期限

(1) 提出場所 「３ 担当部署」に同じ

(2) 提出期限 平成２９年７月１３日（木）午後５時まで

(3) 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限り、提出期限日必着とする）

※ 提出期限までに提出のない場合は、参加を辞退したものとみなす。

11 企画提案書の作成及び留意事項

(1) 企画提案書の規格

Ａ４版の縦方向とし、書式、頁数については特に定めないものとする。（Ａ３

版による折込頁の挿入は可とする）ただし、文字の大きさなど、見やすさに留

意すること。

(2) 企画提案書の構成（以下の内容について、具体的かつ明瞭に記載すること）

① 中山間地域交流拠点整備計画全体の企画コンセプトに関する提案

② 地域住民に対するアンケート調査のポイント（提案、集計・分析方法）

③ 地域の現状・課題の把握と分析に関する提案

④ セールスポイントや実施体制、業務実施スケジュール

12 提案の無効

プロポーザルに参加した者が、次に掲げるいずれかに該当したときは、失格又は審査

の対象より除外とする。

(1) 提出物に虚偽の記載があるとき。

(2) 提案者が同一事項のプロポーザルに対して２以上の提案をしたとき。

(3) 提案者が他人の提案の代理をしたとき。

(4) 提案に対して談合などの不正行為があったとき。

(5) 提案者に求められる義務を履行しなかったとき。

(6) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき。

13 審査方法

(1) 審査手順は、１次審査（書類審査）及び２次審査（プレゼンテーション及びヒア

リング）の２段階で実施する。

(2) １次審査については、１次審査の評価項目ごとに審査し、選定委員の合計点数の

総合計点数の高い上位５社程度を１次審査通過者とする。

(3) １次審査の結果は、全ての提案者に対し書面により通知する。なお、審査結果に

対する異議申立てや審査に関する資料開示については、一切受け付けない。

(4) ２次審査については、１次審査で選定された提案者を対象にプレゼンテーション

を実施し、ヒアリングを行う。

(5) 選定は、提出物の内容、プレゼンテーション及びヒアリングの結果を、選定委員

が評価指標により評価した合計点数の総合計点数を総合的に審査し、最適な委託

業者１社を選出する。

(6) 最終審査結果については、後日、１次審査通過者全員に書面によって速やかに通

知する。

(7) 不採用通知を受けた者は、通知した日から起算して７日（休日を含まない）以内

に、書面により不採用理由について説明を求めることができる。なお、審査結果

に対する異議申立てや審査に関する資料開示については、一切受け付けない。

(8) 最終的に選定された業者に対して、ヒアリングを実施し決定する。交渉が不調に

終わった場合は、次点の業者と再度ヒアリングを行うものとする。



- 4 -

14 プレゼンテーション及びヒアリングの実施

企画提案者には、提出された企画提案書に基づきプレゼンテーションを実施し、ヒア

リングを行うこととする。

(1) 日 時 平成２９年７月２７日（木）予定

(2) 開催場所 吉野川市役所 東館３階 ２３１会議室

(3) 企画提案書のプレゼンテーションは１社２０分以内、ヒアリング１０分以内、計

３０分以内とし、順次個別に行うものとする。

(4) 順番は企画提案書等の受付順とし、日時については別途通知するものとする。

(5) プレゼンテーション及びヒアリング時の追加提案は認めないものとする。

15 その他留意事項

(1) 企画提案書の作成等、プロポーザルへの参加に要する費用は、すべて提案者の負

担とする。

(2) 定められた提出期限内に企画提案書等の提出がない場合や、プレゼンテーション

及びヒアリングに欠席した場合、又は辞退の申し出があった場合は、当プロポー

ザルに参加する資格を失う。

(3) 提出された書類は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成すること

がある。

(4) 提出期限以降における企画提案書等の差し替え及び再提出は原則認めない。

(5) 提出された企画提案書等は返却しない。なお、提出された企画提案書等は選定以

外に提出者に無断で使用しない。

16 プロポーザルの日程（予定）

公告日 平成２９年６月１２日（月）
参加表明書受付開始
企画提案書等受付開始
質問書受付開始

参加表明書提出期限 平成２９年６月２０日（火）
質問受付期限

質問回答期限 平成２９年６月２３日（金）

企画提案書等の提出期限 平成２９年７月１３日（木）

１次審査（書類審査）結果の通知 平成２９年７月２０日（木）
２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）の通知

２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）の実施 平成２９年７月２７日（木）
予定

２次審査結果の通知 平成２９年８月上旬頃

契約締結 平成２９年８月上旬頃


